Milk Parlor
農作業中の熱中症対策
農作業中の熱中症による死亡事故は毎
年 20 件前後で推移し、7~8 月に集中して
発生しております。また、気象庁の発表に
よりますと、今年も全国的に平均気温が高
いとされており、今夏の暑熱環境下での農
作業は特に注意が必要です。熱中症は、適
切な対策を取れば防ぐことが可能です。お
互いに声をかけあって、熱中症を予防しま

総務管理課

☎ 0824-64-2071

◆夏の農作業で気をつけること
１）日中の気温の高い時間帯を外して作業を
行いましょう
２）こまめな休憩・水分補給を行いましょう
３）熱中症予防グッズを活用しましょう
４）単独作業を活用しましょう
５）高温多湿の環境を避けましょう

しょう。

各種貸付金 実行利率
平成 29 年度「前年度同率」
第 5 回理事会におきまして、定款第 52 条第 1 項第
10 号並びに貸付金貸出金規程第 8 条に基づき、貸付

未収金、預り金に対する利率
平成 29 年度「前年度同率」
平成 29 年度の未収金、預り金に対する利率を以下
のとおり決定しました。

金利率の最高限度、各種貸付金の実行利率を決定しま
した。

1. 業務執行規程第 8 条第 2 項に定める購買代金の未

■貸付金利率の最高限度 : 年率 5.0%（前年同率）
■適用時期 : 平成 29 年 7 月 10 日から適用
種

類

実行利率

収金に対する利率
購買未収金の利率

:

年率 5%（前年同率）

2. 組合員等から預かる「一時預り金」等に対する利率

年率 4.5%（前年同率）
※但し、組合強化積立預り金を 【預り金の種類と利率】
担保に証書貸付を行う場合に
対象となる預り金
利率
①証書貸付金
あっては、担保額迄は年率 3%、
①から④までの預り金に対
担保額を上回る部分の証書貸付
①組合強化積立預り金
は 4.5% とする。
する利率を年率 0.02% とす
②組合員積立預り金
②購買貸越金
年率 3.5%（前年同率）
る。
③一般預り金（その他）
③貸付牛
これ以外の預り金に対する
（購買導入 6 カ月後一 年率 1.2%（前年同率）
④証書貸付担保預り金
利率は付与しない。
括、6 カ月分割償還含む）
④販売仮渡金

年率 3.0%（前年同率）

⑤酪農後継者就学
年率 3.0%（前年同率）
金貸付金
⑥職員貸付金

3. 適用時期 : 平成 29 年 7 月 10 日

年率 3.0%（前年同率）

（前年度同額）

第 5 回理事会におきまして、当組合の定款第 52 条
第 1 項第 9 号に定める「1 組合員に対する貸付金の最

⑦販売未収金の残高、⑧利用未収金（ヘルパー・牛群

高限度」を、①証書貸付金（酪農経営ふんばり資金貸付

検定）の残高、⑨ 3M 事業未収金の残額を合算した総

金、酪農経営再建資金を含む）の残額、②購買貸越枠

額を 4,500 万円以内と決定しました。

の実行残額、③販売仮渡金の残額、④乳用牛の貸付残
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額、⑤リース物件の貸付残額、⑥購買未収金の残高、
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ミルクパーラー

平成 29 年度「1 組合員に対する貸付金の最高限度」

経営支援課

☎ 0824-64-2077

全国の要望高く予算額超過・補助率等の下方変更
〜平成 29 年度乳用後継牛緊急確保事業〜
広酪では、みだし事業の取り組みにあたりまして、
この結果、当組合の事業費総額 73,027,008 円の内
事業参加者からの事業要望総額を事業実施主体の（一 で補助金額 36,366,707 円とした要望額は 7,511,707 円
社）中央酪農会議（以降、「中酪」と云う。）が行った全国 減額の 28,855,000 円となりました。
一斉調査に併せて通知したところであります。
これに伴い、同事業のメニュー別の補助率等が変更
このほど、中酪では、事業にかかる全国一斉調査の になりました。
結果、補助金予算額を超える要望となったことから、
農林水産省及び（独）農畜産
■事業取り扱いの優先順位と補助率等
業振興機構と協議され、同
事業のメニュー別配分率の
確定が行われました。
このことから、事業案内
当初に補助率 1/2（50%）以
内とする補助金は、これを
更に下回る率に、また事業
案内当初、「定額設定」の補
助金は、この額を下回る額
に設定されました。

生産振興課

☎ 0824-64-2072

海外往来リスク・夏に注意
口蹄疫等の防疫対策の徹底を

これから夏季休暇の 発生予防の徹底をお願いします！
時期を迎えるにあたっ
①農場に持ち込む物品や出入りする車両の消毒を徹底しましょう。
て、口蹄疫等が発生し
②農場の出入口に看板を設置するなどにより、農場内へ不要・不急な者
ている国を含め、諸外
を立ち入らせることのないよう、関係者以外の立入を制限しましょう。
国との人や物の動きが
③農場を出入りした人・車両等に関する情報を台帳等に記録し、少なく
一 層 激 し く な り ま す。
とも１年間は保管しましょう。
つきましては、口蹄
④従業員の方も含め、口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控えるとともに、こ
疫等に関する情報把握
れら国の農場からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。
と発生予防措置の徹底
⑤農場の出入口に踏込消毒槽等を設置することにより、出入りする人の靴底の消毒を徹底
をお願いします。
しましょう。

配合飼料等価格のお知らせ H29 年度第 2 四半期（7 月〜 9 月）
1）広

酪

2）全酪連
3）西日本くみあい飼料㈱

飼料の名称等

前期との価格比較

広酪 TMR20WCS

据え置き

配合飼料
哺育脱脂粉乳
配合飼料
哺育脱脂粉乳

0.9 円 / ㎏の値下げ
27 円 / ㎏の値下げ
1.0 円 / ㎏の値下げ
27 円 / ㎏の値下げ

配合飼料価格の値下げ要因
哺育脱脂粉乳価格の値下げ要因

備 考
6 月製造分からカビ取り吸
着剤使用

米国産大豆は 2017 年産が豊作見込みに加えて南米産の豊作による。
米国の生乳生産増産による。
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生産振興課
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☎ 0824-64-2072

